
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産

36,891,285,091 11,439,017,869
32,939,238,332 8,291,887,645

【様式第１号】

連結貸借対照表
(令和02年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

10,039,095,836 1,893,062,085
△ 5,940,715,797 1,286,200,450

3,212,260,786 711,994,419

16,874,990,594 -
11,262,242,831 1,254,068,139

- -

- -
- 103,326,475
- 188,650,953

△ 1,726,816,462 247,287,143
1,476,021 10,869,028

△ 1,476,021 3,554,294

28,923,400 40,112,480,467
15,549,122,205 △ 10,532,778,728
1,737,410,805 -

- 20,518,138
- 負債合計 12,725,218,319
-

△ 14,592,483,194
-
-

341,454,577
△ 157,319,509
27,976,766,146

58,715,805

722,179,320
71,663,666

650,515,654

243,293,380
2,305,842,180

△ 1,790,716,647

3,229,867,439
35,642,102
21,314,102
14,328,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 42,304,920,058

2,982,060,076
238,505,000

47,483,194

-

42,304,920,058

△ 4,716,938

純資産合計 29,579,701,739

-

△ 5,290,974

9,221,777

3,071,090,856
-

3,071,090,856

119,931,176
630,300

3,220,565,076

69,709,650

5,413,634,967
2,020,520,382



（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

15,728,413

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自 平成31年4月1日

至  令和02年3月31日

科目 金額

15,481,626,958

6,907,321,486

1,735,744,193

1,393,208,242

103,561,923

7,368,348,020

223,245,615

4,970,929,538

3,642,930,307

273,536,832

1,054,462,399

-

200,647,755

60,289,966

7,720,339

132,637,450

8,574,305,472

1,191,569,913

14,387,539

2,848,484,242

487,209,852

2,361,274,390

12,634,833,300

588,121

12,633,142,716

-

29,318

-

2,249,387

588,121

-

2,278,705

-



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 35,484,334,372 △ 6,355,853,215 -

純行政コスト（△） △ 12,634,833,300

財源 12,554,860,420 -

税収等 7,558,443,855

国県等補助金 4,996,416,565

本年度差額 △ 79,972,880 -

固定資産等の変動（内部変動） 4,604,882,336 △ 4,604,882,336

有形固定資産等の増加 4,737,937,977 △ 4,737,937,977

有形固定資産等の減少 △ 1,086,106,129 1,086,106,129

貸付金・基金等の増加 1,098,176,050 △ 1,098,176,050

貸付金・基金等の減少 △ 145,125,562 145,125,562

資産評価差額 -

無償所管換等 520,394,101

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

比例連結割合変更に伴う差額 2,381,541 7,299,809 -

その他 △ 499,511,883 500,629,894

本年度純資産変動額 4,628,146,095 △ 4,176,925,513 -

本年度末純資産残高 40,112,480,467 △ 10,532,778,728 -

9,681,350

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自 平成31年4月1日

至  令和02年3月31日

科目 合計

-

29,128,481,157

△ 12,634,833,300

12,554,860,420

7,558,443,855

4,996,416,565

△ 79,972,880

-

-

1,118,011

451,220,582

29,579,701,739

520,394,101



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出
業務費用支出

人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

1,404,378
283,183,588

60,289,966

【様式第４号】

連結資金収支計算書
自 平成31年4月1日

至  令和02年3月31日

科目 金額

14,408,217,703
5,833,912,235
1,709,402,678
3,916,121,246

-

148,098,345
8,574,305,468
7,368,348,020
1,191,569,913

14,387,535
15,220,525,689
7,476,209,267
4,977,377,565

473,636,185
2,293,302,672

1,404,378

1,330,599,186
882,753,627

2,020,520,382
187,429,268

7,301,795
180,127,473

55,563,516
30,460,417

△ 1,119,190,295

211,408,891
105,402,637

7,699,243

1,094,087,196

24,374,716
771,180,600
745,405,600
25,775,000

-
84,048

2,804,477

715,617,084
691,242,368

103,117,729

437,845,559
10,000,000

-
-

前年度末資金残高 1,794,931,454

本年度末資金残高 1,833,091,114

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


